
順位 ナンバー 氏　　名 氏名（ｶﾅ) 記　　録

第19回奥熊野いだ天ウルトラマラソン 2017年4月23日

100km女子20歳以上

県名

3 出野　ひろみ ﾃﾞﾉ ﾋﾛﾐ  8:45:481 大阪府

111 島田　衣美 ｼﾏﾀﾞ ｴﾐ  9:22:432 兵庫県

75 直江　恵子 ﾅｵｴ ｹｲｺ  9:35:553 大阪府

120 松下　徳子 ﾏﾂｼﾀ ﾄｸｺ  9:45:004 三重県

221 貴傳名　あゆみ ｷﾃﾞﾅ ｱﾕﾐ 10:26:115 大阪府

340 岡森　つぐみ ｵｶﾓﾘ ﾂｸﾞﾐ 10:28:566 三重県

84 山本　元子 ﾔﾏﾓﾄ ﾓﾄｺ 10:41:387 大阪府

332 大川　仁美 ｵｵｶﾜ ﾋﾄﾐ 10:49:268 愛知県

316 石川　弘子 ｲｼｶﾜ ﾋﾛｺ 10:51:419 大阪府

361 神里　茉衣 ｶﾐｻﾞﾄ ﾏｲ 10:52:5710 兵庫県

324 岩下　梢 ｲﾜｼﾀ ｺｽﾞｴ 10:53:2711 東京都

257 前田　美咲子 ﾏｴﾀﾞ ﾐｻｺ 11:12:4512 兵庫県

435 辻　律子 ﾂｼﾞ ﾘﾂｺ 11:14:4013 大阪府

410 住吉　由佳 ｽﾐﾖｼ ﾕｶ 11:15:4514 東京都

106 久野　淳子 ｸﾉ ｼﾞｭﾝｺ 11:25:5215 兵庫県

195 久保　恵理香 ｸﾎﾞ ｴﾘｶ 11:27:4116 大阪府

347 小澤　真理子 ｵｻﾞﾜ ﾏﾘｺ 11:29:2617 富山県

230 澤野　千春 ｻﾜﾉ ﾁﾊﾙ 11:31:2218 大阪府

445 中西　めぐみ ﾅｶﾆｼ ﾒｸﾞﾐ 11:39:1619 愛知県

131 西島　祥代 ﾆｼｼﾞﾏ ｻﾁﾖ 11:41:4220 兵庫県

197 樋室　路子 ﾋﾑﾛ ﾐﾁｺ 11:42:0621 奈良県

415 惣司　亮子 ｿｳﾂｶ ｱｷｺ 11:50:4022 京都府

299 恒川　初江 ﾂﾈｶﾜ ﾊﾂｴ 12:03:5623 愛知県

119 牧田　裕子 ﾏｷﾀ ﾕｳｺ 12:11:4724 愛知県

30 音野　いつ子 ｵﾄﾉ ｲﾂｺ 12:34:1925 大阪府

273 矢部　幸子 ﾔﾍﾞ ｻﾁｺ 12:35:4926 徳島県

447 中橋　千春 ﾅｶﾊｼ ﾁﾊﾙ 12:37:2127 愛知県

160 高城　眞裕美 ﾀｶｼﾛ ﾏﾕﾐ 12:40:5728 滋賀県

363 神野　恵 ｶﾐﾉ ﾒｸﾞﾐ 12:44:4529 岐阜県

145 馬詰　京子 ｳﾏﾂﾞﾒ ｷｮｳｺ 12:47:0730 大阪府

294 田中　千恵子 ﾀﾅｶ ﾁｴｺ 12:47:3331 奈良県

337 岡村　和子 ｵｶﾑﾗ ｶｽﾞｺ 12:50:2332 愛知県

86 渡辺　順子 ﾜﾀﾅﾍﾞ ｼﾞｭﾝｺ 12:56:2233 神奈川県

208 遠藤　美紀子 ｴﾝﾄﾞｳ ﾐｷｺ 12:57:1734 愛知県

458 野田　昌美 ﾉﾀﾞ ﾏｻﾐ 12:57:5135 愛知県

449 中村　悦子 ﾅｶﾑﾗ ｴﾂｺ 12:57:5136 愛知県

395 重岡　美江子 ｼｹﾞｵｶ ﾐｴｺ 13:00:1937 愛知県

161 竹村　玲子 ﾀｹﾑﾗ ﾚｲｺ 13:05:3038 大阪府

135 山本　栄美 ﾔﾏﾓﾄ ﾃﾙﾐ 13:12:1739 愛知県

485 松本　あき ﾏﾂﾓﾄ ｱｷ 13:13:4140 東京都

92 室井　麻里 ﾑﾛｲ ﾏﾘ 13:16:3441 和歌山県

369 瓦野　有美 ｶﾜﾗﾉ ﾕﾐ 13:17:4842 和歌山県

423 高見　優子 ﾀｶﾐ ﾕｳｺ 13:22:3143 兵庫県

4 花村　千恵 ﾊﾅﾑﾗ ﾁｴ 13:25:1344 和歌山県

36 尾﨑　映子 ｵｻﾞｷ ｴｲｺ 13:28:5945 三重県

187 下元　美穂子 ｼﾓﾓﾄ ﾐﾎｺ 13:29:4146 高知県

241 田嶋　裕子 ﾀｼﾞﾏ ﾕｳｺ 13:29:4947 大阪府

413 糴川　可奈子 ｾﾘｶﾜ ｶﾅｺ 13:31:1148 大阪府

396 嶋田　寿美 ｼﾏﾀﾞ ﾄｼﾐ 13:37:4149 愛知県

455 新羅　ゆかり ﾆﾗ ﾕｶﾘ 13:37:4150 愛知県
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204 今井　さやか ｲﾏｲ ｻﾔｶ 13:43:4151 兵庫県

214 片瀬　勝代 ｶﾀｾ ｶﾂﾖ 13:45:3552 静岡県

379 河野　文江 ｺｳﾉ ﾌﾐｴ 13:46:4353 大阪府

81 松本　晶子 ﾏﾂﾓﾄ ｱｷｺ 13:47:0054 大阪府

175 本登　範子 ﾎﾝﾄ ﾉﾘｺ 13:47:1155 愛知県

229 佐野　佐江子 ｻﾉ ｻｴｺ 13:57:1656 大阪府

227 佐藤　聡美 ｻﾄｳ ｻﾄﾐ 14:00:1857 京都府

292 高桑　雅子 ﾀｶｸﾜ ﾏｻｺ 14:00:1858 大阪府

287 北邨　陽子 ｷﾀﾑﾗ ﾖｳｺ 14:00:1959 大阪府

166 長峰　恵子 ﾅｶﾞﾐﾈ ｹｲｺ 14:03:5060 大阪府

219 河合　由季子 ｶﾜｲ ﾕｷｺ 14:06:0661 京都府

94 丸井　小百合 ﾏﾙｲ ｻﾕﾘ 14:08:2862 和歌山県

65 藤岡　智美 ﾌｼﾞｵｶ ｻﾄﾐ 14:08:2863 和歌山県

490 宮崎　綾子 ﾐﾔｻﾞｷ ﾘｮｳｺ 14:10:5964 大阪府

446 中野　裕子 ﾅｶﾉ ﾕｳｺ 14:11:5265 愛知県

123 村上　春泉 ﾑﾗｶﾐ ﾊﾙﾐ 14:12:5066 大阪府

318 市川　歩 ｲﾁｶﾜ ｱﾕﾐ 14:14:3667 大阪府

220 木田　博子 ｷﾀﾞ ﾋﾛｺ 14:15:2168 三重県

164 富永　豊子 ﾄﾐﾅｶﾞ ﾄﾖｺ 14:16:4569 岡山県

436 辻野　純子 ﾂｼﾞﾉ ｼﾞｭﾝｺ 14:16:5870 大阪府

236 隅谷　薫 ｽﾐﾀﾆ ｶｵﾙ 14:17:1471 大阪府

104 神田　美子 ｶﾝﾀﾞ ﾖｼｺ 14:17:3772 和歌山県

13 江刺家　雅子 ｴｻｼｶ ﾏｻｺ 14:19:1573 東京都

58 山下　千恵 ﾔﾏｼﾀ ﾁｴ 14:19:3174 和歌山県

60 廣瀬　稚保子 ﾋﾛｾ ﾁﾎｺ 14:20:4375 和歌山県

31 宮本　雅子 ﾐﾔﾓﾄ ﾏｻｺ 14:25:1076 京都府

172 福田　珠己 ﾌｸﾀﾞ ﾀﾏﾐ 14:26:1477 京都府

358 金森　まみよ ｶﾅﾓﾘ ﾏﾐﾖ 14:26:3678 愛知県

500 森山　さとみ ﾓﾘﾔﾏ ｻﾄﾐ 14:27:0179 三重県

43 石原　めぐみ ｲｼﾊﾗ ﾒｸﾞﾐ 14:29:0880 大阪府

201 池田　幾久子 ｲｹﾀﾞ ｲｸｺ 14:29:0881 和歌山県

404 杉山　美千代 ｽｷﾞﾔﾏ ﾐﾁﾖ 14:30:0982 徳島県

476 前田　俊子 ﾏｴﾀﾞ ﾄｼｺ 14:30:0983 徳島県

242 田中　志保 ﾀﾅｶ ｼﾎ 14:30:2984 愛知県

72 鈴木　幸子 ｽｽﾞｷ ﾕｷｺ 14:32:0385 福島県

67 岩﨑　和子 ｲﾜｻｷ ｶﾂﾞｺ 14:32:4286 大阪府

121 箕西　和佳子 ﾐﾉﾆｼ ﾜｶｺ 14:34:1587 和歌山県

354 片岡　美保 ｶﾀｵｶ ﾐﾎ 14:38:0188 三重県
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